

は  じ  め  に
 埼玉県総合リハビリテーションセンターは、障害のある方々の自立と社会参加の
促進を目指して、昭和５７年３月に開設されました。
 開設以来、相談・判定から医療、職能訓練、社会復帰まで、一貫した総合的なリ
ハビリテーションサービスを提供しています。
 また、福祉・保健・医療関係者を対象とした研修や技術支援を行うほか、市町村
や地域の医療機関等と連携した障害者への支援サービスを提供するなど、県内のリ
ハビリテーション活動の中核施設としての役割を果たしております。
病院部門では、従来の回復期リハビリテーション、神経難病患者や高次脳機能障
害者等に対する社会復帰を目指したリハビリテーションを提供するほか、新型コロ
ナウイルス感染拡大に対応すべく、３つの病棟のうち１つの病棟を新型コロナウイ
ルス感染症対応病棟に改修し、感染した障害者や難病患者の受け入れを開始しまし
た。

相談部門では、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所として障害者等
に対する相談・支援の業務を行うほか、身体障害者手帳及び療育手帳の交付、補装
具の製作・修理などの業務を行っております。

施設部門では、障害者総合支援法に基づき、自立訓練（機能・生活）、就労移行
支援、就労定着支援、施設入所支援の自立支援事業を実施し、身体能力や生活能力、
職業能力の向上を目指し、地域で自立した生活ができるよう支援しております。
また、企業や障害福祉サービス事業所などに対し、高次脳機能障害者の方の就労
支援方法をアドバイスする事業も行っております。
今後も、各事業の充実を図るとともに、健康増進施設の活用により、障害のある
方の健康管理や体力づくりを支援してまいります。

さらに、当センター内に設置している「高次脳機能障害者支援センター」では、
高次脳機能障害者の支援拠点機関として、相談内容に応じた助言や情報提供を行う
とともに、センター内の各部門と連携して診療、訓練などの利用を進めております。
また、県内２か所（川越・春日部）の医療機関にも相談窓口を設置し、地域の相
談支援体制の充実にも努めております。

この「事業概要」は、令和２年度事業実績と令和３年度事業計画を取りまとめた
ものです。
御高覧いただき、当センターの業務について一層の理解を深めていただければ幸
いに存じます。

  令和３年７月
埼玉県総合リハビリテーションセンター
センター長  丸山 徹

凡
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例
この事業概要は、令和２年度の事業実績及び令和３年度の事業計画について、次の構成で記載して
います。
第１

概要

第２

相談・判定部門

第３

医療部門

第４

社会復帰・訓練支援部門

第５

健康増進部門

第６

関連部門

第７

高次脳機能障害者支援センター

第８

研究論文・研究発表等

第９

その他

令和２年度事業実績は、原則として、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの業務状況を、
令和３年３月３１日現在で記載しています。
これ以外の内容は、原則として令和３年４月１日現在で記載しています。

３

敬称は略しています。

４

この事業概要で用いた用語の示す内容は下記のとおりです。
入 院 患 者 数

毎日の新入院患者の合計で、同月内の再入院はそれぞれ１人と数えた。

退 院 患 者 数

毎日の退院患者数の合計（死亡退院を含む。
）

病 床 利 用 率

100×延べ入院患者数／（稼働病床×年間日数）（％）

平均在院日数

延べ入院患者数／（新入院患者数＋退院患者数）÷２
１人の患者の通算在院日数で、外泊を含む。
再入院の場合は別の患者の扱いとした。

外 来 患 者 数

再診の患者延数（兼科はそれぞれ１人と数えた。）＋初診患者数

１日平均患者数

入院…月間在員患者延数／当月暦日数
外来…外来患者延数／実外来診療日数
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